
平成２８年度　生活環境部当初予算（一般会計）要求の概要

（単位：千円）
区　　　分 ２７年度７月補正後予算額

8,444,246

　Ⅰ　要求のポイント
安心

１　おおいたうつくし作戦の推進

【基本方針】

（１）豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

（２）循環を基調とする地域社会の構築

（３）すべての主体が参加する美しく快適な県づくり

２　安全・安心を実感できる暮らしの確立

【基本方針】

（１）人に優しい安全で安心な交通社会の実現

（２）食の安全・安心の確保

３　人権を尊重し共に支える社会づくりの推進

【基本方針】

（１）人権を尊重する社会づくりの推進

　食の安全・安心の確保を図るため、食品の製造・加工における衛生管理の手法であるＨＡ
ＣＣＰを普及推進します。

　性犯罪・性暴力の被害者を総合的に支援する取組を推進します。

　性犯罪・性暴力被害者の心身の負担軽減や被害の潜在化防止を図るため、ワンストップの
支援体制を整備します。

２８年度当初要求額 増減額 増減率

　自然環境に対する理解の浸透や、自然保護に関わる県民等の裾野拡大を図るため、おおい
たの自然ファンクラブ（仮称）を設立し、大分県の豊かな自然に関する積極的な情報発信を
行います。
　また、姫島・豊後大野両ジオパーク活動を持続可能なものとするため、広く県民に対する
ジオパークの情報発信を行うとともに、再認定審査に向けた対応を強化します。

　河川の水環境の保全を図るため、モデル河川における流域住民の主体的な活動を支援しま
す。また、ＰＭ２．５の注意喚起や光化学オキシダント等の緊急時の注意報の発令に万全を
期すため、老朽化した大気汚染常時監視システムを更新するとともに、県内の大気環境情報
を県民にわかりやすく提供します。

事業費 9,856,812 1,412,566 16.7% 

　自然保護に関わる県民等の裾野拡大を図るとともに、ジオパークの再認定審査に向けた対
応を強化するほか、豊かな水環境の創出や大気環境の監視を推進します。
　また、「ごみゼロおおいた作戦」をステップアップした「おおいたうつくし作戦」の展開
等に取り組みます。

大分県の美しい自然と快適な自然環境を守り育て、将来の世代へ確実に継承するため、
「ごみゼロおおいた作戦」をステップアップした地域活性化型の「おおいたうつくし作戦」
を展開します。

　高齢者の交通安全対策を推進するとともに、ＨＡＣＣＰを普及させ、食の安全・安心の確
保を図ります。

　高齢者が加害者・被害者となる交通事故を未然に防ぐため、高齢者の運転免許証返納を促
進するとともに、体験型の交通安全講座を開催します。



４　多様な県民活動の推進

【基本方針】

（１）未来を担うＮＰＯの育成と協働の推進

５　危機管理体制の充実（防災力・防災機能の強化等）

【基本方針】

（１）災害に強い人づくり、地域づくりの推進

（２）大規模災害等への即応力の強化

活力

６　男女が共に支える社会づくりの推進

【基本方針】

（１）女性の活躍推進と男女共同参画社会の構築

発展

７　生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の創造

【基本方針】

（１）信頼される学校づくりの推進

（２）青少年の健全育成

若者を主体とする地域活動の活性化及び地域コミュニティの充実を図る取組の促進のた
め、若者の交流会、若者による仲間への情報発信及び地域活動講座等を実施します。

また、青少年をネット犯罪・トラブルから守る取組を県民運動として展開するとともに、
若い世代の指導者を養成し、青少年による家庭・学校での主体的なネット利用のルールづく
りを普及・啓発します。

　ＮＰＯの人材育成や活動の活性化を図るため、ボランティア・ＮＰＯセンターの運営及び
ＮＰＯ協働コーディネーター派遣事業を実施するとともに、地域が抱える課題の解決を支援
するため、ＮＰＯと協働した公共的なサービスの提供にモデル的に取り組みます。

　南海トラフ地震等の大規模災害に備え、切れ目のない防災対策を推進します。

大規模地震等発生時の被害軽減を図るため、避難地や避難路の整備､高齢者等要支援者の
早期避難に必要な避難補助用具の整備などを行う市町村に対し助成します。

また、地域における防災活動の活性化を図るため、養成した防災士がさらに活躍できるよ
う防災士の実践力を高める研修を充実させるとともに、地域と事業所が連携した避難訓練等
を実施します。

　南海トラフ地震等の大規模災害時に、防災関係機関やライフライン、流通、輸送などの関
係団体等の活動が有機的に機能し、被災者を総合的に支援するため、ワーキング会議の開催
など連携を深め、官民一体となった防災体制を構築します。

　働く場や地域での女性の活躍を推進します。

　女性が活躍できる環境整備を推進するため、経済団体と連携した取組や地域において活動
する女性の支援などを行います。

地方創生の担い手であるＮＰＯの人材育成や活動の活性化を図ります。

進学・就職・スポーツ・文化活動などにおける魅力のある私立学校づくりへの支援を行い
ます。

また、若者による地域活性化活動の促進や青少年を守るネット対策等の推進に取り組みま
す。

　私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全性確保を図るため、学校法人等に対し運営費
を助成します。



　Ⅱ　事業体系（県政推進指針）

　１　安心　－健やかで心豊かに暮らせる安心の大分県－

（４）おおいたうつくし作戦の推進

①豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

②循環を基調とする地域社会の構築

③すべての主体が参加する美しく快適な県づくり

（５）安全・安心を実感できる暮らしの確立

①人に優しい安全で安心な交通社会の実現

②食の安全・安心の確保

（６）人権を尊重し共に支える社会づくりの推進

①人権を尊重する社会づくりの推進

（８）多様な県民活動の推進

①未来を担うＮＰＯの育成と協働の推進

（９）危機管理体制の充実（防災力・防災機能の強化等）

①災害に強い人づくり、地域づくりの推進

②大規模災害等への即応力の強化

　２　活力　－いきいきと働き地域が輝く活力ある大分県－

（３）男女が共に支える社会づくりの推進

①女性の活躍推進と男女共同参画社会の構築

　３　発展　－人を育み基盤を整え発展する大分県－

（１）生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の創造

①信頼される学校づくりの推進

防災ヘリコプター更新事業 1,450,061

私学振興費

私立高等学校等就学支援事業

3,378,174

1,522,030

私立学校施設耐震化促進事業 98,640

新 女性の活躍推進事業 22,500

原子力防災対策推進事業 4,398

火山防災対策推進事業 14,294

新 切れ目のない防災力強化事業 9,976

地震・津波対策推進事業 200,000

新 地域と防災士の活動支援事業 21,446

新 ＮＰＯ人材育成・運営強化事業 14,927

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 17,063

新 ＨＡＣＣＰ県おおいた推進事業 2,541

新 性犯罪・性暴力被害者対策推進事業 22,942

新 おおいたうつくし作戦推進事業 22,793

新 高齢者交通安全対策推進事業 4,965

豊かな水環境創出事業 10,591

大気環境監視推進事業 62,208

おおいたジオパーク推進事業 20,000

産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業 33,500

新 新たな環境保全の仕組みづくり推進事業 13,967



②青少年の健全育成

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　平成２８年度　生活環境部当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

　　ｅ－ｍａｉｌ：a13000@pref.oita.lg.jp（生活環境部生活環境企画課）

新 大分の青少年を守るネット対策事業 4,036

新 若者による地域活動応援事業 9,003



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

13,967
(0)

20,000

(20,000)

33,500

(26,000)

10,591
(9,781)

62,208
(53,065)

22,793
(0)

4,965
(0)

2,541
(0)

22,942
(0)

14,927
(0)

10

ＮＰＯの人材育成や活動の活性化を図るため、公益財団法人おおい
た共創基金にボランティア・ＮＰＯセンターの運営及びＮＰＯ協働
コーディネーター派遣業務等を委託する。 県民生活・男

女共同参画課
ＮＰＯ人材育成・運営強
化事業

8

食の安全・安心の確保を図るため、食品の製造・加工における衛生
管理の手法であるＨＡＣＣＰを普及推進する。

食品安全・衛
生課

ＨＡＣＣＰ県おおいた推
進事業

9

性犯罪・性暴力被害者の心身の負担軽減や被害の潜在化防止を図る
ため、ワンストップの支援体制を整備する。
　・性犯罪・性暴力対策ワンストップ支援センター（仮称）の運営 県民生活・男

女共同参画課
性犯罪・性暴力被害者対
策推進事業

6

　大分県の美しい自然と快適な自然環境を守り育て、将来の世代へ確
実に継承するため、「ごみゼロおおいた作戦」をステップアップした
地域活性化型の「おおいたうつくし作戦」を展開する。 地球環境対策

課
おおいたうつくし作戦推
進事業

7

高齢者が加害者・被害者となる交通事故を未然に防ぐため、高齢者
の運転免許証返納を促進するとともに、体験型の交通安全講座を開催
する。 生活環境企画

課
高齢者交通安全対策推進
事業

4

河川の水環境の保全を図るため、モデル河川における流域住民の主
体的な活動を支援する。
　・モデル河川　　筑後川、大分川、大野川、犬丸川
　・生活排水対策の普及・啓発、河川保全活動の支援　など 環境保全課豊かな水環境創出事業

5

ＰＭ２．５の注意喚起や光化学オキシダント等の緊急時の注意報の
発令に万全を期すため、老朽化した大気汚染常時監視システムを更新
するとともに、県内の大気環境情報を県民にわかりやすく提供する。

環境保全課大気環境監視推進事業

2

姫島・豊後大野両ジオパーク活動を持続可能なものとするため、広
く県民に対するジオパークの情報発信を行うとともに、再認定審査に
向けた対応を強化する。 生活環境企画

課
おおいたジオパーク推進
事業

3

産業廃棄物処理施設の周辺住民の不安を解消するため、市町村や処
理施設設置者が行う施設周辺の環境整備等に対し助成する。
　・補助対象　道路補修、集会施設整備　など
　・補助率　　８／１０～９．５／１０ 廃棄物対策課産業廃棄物処理施設周辺

環境対策事業

1

　自然環境に対する理解の浸透や、自然保護に関わる県民等の裾野拡
大を図るため、大分県の豊かな自然に関する積極的な情報発信を行う。
　・おおいたの自然ファンクラブ（仮称）の設立
　・おおいた自然フォーラムの開催　など

生活環境企画
課

新たな環境保全の仕組み
づくり推進事業

平成２８年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

平成２８年度
当初要求額

前年度7月補正後
予算額

事　業　概　要 所管課

特

特

特

特

特

特
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※ 　　は「新規事業」、 　 は「おおいた地方創生推進枠事業」

17
若者による地域活動応援
事業

高校生以上の若者を主体とする地域活動の活性化及び地域コミュニ
ティの充実を図る取組の促進のため、若者の交流会、若者による仲間
への情報発信及び地域活動講座等を実施する。 私学振興・青

少年課

18
大分の青少年を守るネッ
ト対策事業

青少年をネット犯罪・トラブルから守る取組を県民運動として展開
するとともに、若い世代の指導者を養成し、青少年による家庭・学校
での主体的なネット利用のルールづくりを普及・啓発する。 私学振興・青

少年課

16 私学振興費

私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全性確保を図るため、学
校法人等に対し運営費を助成する。

私学振興・青
少年課

14

南海トラフ地震等の大規模災害時に、防災関係機関やライフライ
ン、流通、輸送などの関係団体等の活動が有機的に機能し、被災者を
総合的に支援するため、ワーキング会議の開催など連携を深め、官民
一体となった防災体制を構築する。

防災危機管理
課

切れ目のない防災力強化
事業

15

女性が活躍できる環境整備を推進するため、経済団体と連携した取
組や地域において活動する女性の支援などを行う。

県民生活・男
女共同参画課女性の活躍推進事業

12

　大規模地震等発生時の被害軽減を図るため、避難地や避難路の整備､
高齢者等要支援者の早期避難に必要な避難補助用具の整備などを行う
市町村に対し助成する。

防災対策室地震・津波対策推進事業

13

　地域における防災活動の活性化を図るため、養成した防災士がさら
に活躍できるよう防災士の実践力を高める研修を充実させるとともに、
地域と事業所が連携した避難訓練等を実施する。

防災対策室
地域と防災士の活動支援
事業

11

地域が抱える課題の解決を支援するため、ＮＰＯと協働した公共的
なサービスの提供にモデル的に取り組む。
　・県提示型　　　２件、限度額２００万円／年（最大３年間）
　・ＮＰＯ提案型　２件、限度額２００万円／年（最大３年間）

県民生活・男
女共同参画課

地域を担うＮＰＯ協働モ
デル創出事業

平成２８年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

平成２８年度
当初要求額

前年度7月補正後
予算額

事　業　概　要 所管課

特

特

特

特特

特

新 特
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9

防災対策室
災害時情報収集体制強化
事業

平成２７年度の１ヶ年事業として実施
事業目的の達成見込みにより廃止

3,960

・
・

防災対策室 自主防災活動促進事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
事業効果等を検証し、「地域と防災士の活動支援事業」として要
求

22,482

防災対策室 防災連携強化対策事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
事業効果等を検証し、「地区災害対策本部実践力強化事業」に組
み替えて要求

1,482

・
・

・
・

環境保全課
災害に強い水道施設整備
推進事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
事業目的の達成見込みにより廃止

5,000

防災危機管理
課

地域防災計画推進強化事
業

平成２６～２７年度の２ヶ年事業として実施
事業効果等を検証し、「切れ目のない防災力強化事業」に組み替
えて要求

1,313

・
・

・
・

食品安全・衛
生課

青・壮年期食育推進事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
事業目的に一定の成果が得られたため廃止

1,538

食品安全・衛
生課

食中毒防止対策事業

平成２６～２７年度の２ヶ年事業として実施
当該事業を基に「ＨＡＣＣＰ県おおいた推進事業」として要求

2,740

・
・

・
・

県民生活・男
女共同参画課

ＮＰＯ総合支援体制強化
事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
当該事業を基に「ＮＰＯ人材育成・運営強化事業」として要求

16,035

私学振興・青
少年課

私立専修学校図書等整備
事業

平成２５～２７年度の３ヶ年事業として実施
事業目的の達成見込みにより廃止

9,800

・
・

・
・

地球環境対策
課

ごみゼロおおいた作戦推
進事業

平成１５～２７年度の１３ヶ年事業として実施
当該事業の成果を活かし、ステップアップさせた「おおいたうつ
くし作戦推進事業」として要求

12,689

県民生活・男
女共同参画課

女性の就労総合支援事業

平成１９～２７年度の９ヶ年事業として実施
当該事業を基に「女性の活躍推進事業」として要求

16,153

・
・

・
・

生活環境企画
課

高齢者交通事故抑止サ
ポート事業

平成２６～２７年度の２ヶ年事業として実施
当該事業を基に「高齢者交通安全対策推進事業」として要求

4,758

平成２８年度　当初予算（一般会計）要求における廃止事業

所管課 事　業　名
２７年度

７月補正後
予算額

・
・

廃　止　理　由


